
 

iPhone XS / iPhone XS Max 機種代⾦ 
記載の⾦額は特に断りがない限り税込です。 

 
■iPhone XS（のりかえ・新規・機種変更共通） 
【頭⾦】0 円 【割賦条件】48 回:支払回数 48 回/支払期間 49 ヵ月(実質年率 0%) 24 回: 支払回数 24 回/支払期間 25 ヵ月(実質年率 0%) 
 

 半額サポート（48回払い） 24回払い 

 64GB 256GB 512GB 64GB 256GB 512GB 

機
種
代
⾦ 

月額［賦払⾦］ 

（総額［現⾦販売価格/割賦販売価格］） 

2,850 円/月 

（136,800 円） 
3,230 円/月 

（155,040 円） 
3,750/月 

（180,000 円） 
5,700 円/月 

（136,800 円） 
6,460 円/月 

（155,040 円） 
7,500 円/月 

（180,000 円） 

〈半額サポート適用時〉 

25ヶ月目に 
機種変更した場合※1 

2,850 円/月 

（68,400円） 
3,230 円/月 

（77,520円） 
3,750 円/月 

（90,000円） 
 

 

 

 ＋ 

料
⾦
プ
ラ
ン 

通話・データ料⾦の 
お支払いの目安 

（12 ヵ月間） 

3,758 円/月 

(内訳)     通話基本プラン（2年契約）※2   1,200円／月（税抜） 
ウェブ使用料    300円／月（税抜） 
データ定額 50GBプラス  5,980円／月（税抜） 
1年おトク割（12ヵ月間） -1,000円／月（税抜） 
おうち割 光セット※3 -1,000円／月（税抜） 
みんな家族割＋（4人で契約）※4 -2,000円／月（税抜） 
消費税（8%相当額） 278円／月 

 = 

合
計 

毎月の 
お支払い目安 

（機種代⾦と料⾦プランの合計） 

6,608 円/月 6,988 円/月 7,508 円/月 9,458 円/月 10,218 円/月 11,258 円/月 

 
※1 半額サポート for iPhone 適⽤時。なお、旧機種の回収、機種変更後も同プログラムまたは「機種変更先取りプログラム」に加⼊すること、機種

変更時の対象機種その他の条件があります。 
※2 2 年契約は 2 年単位での契約となります（⾃動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約などには契約解除料（9,500

円[税抜]）がかかります。 
※3 別途固定通信サービス料が発⽣します。Yahoo!BB バリュープラン、ホワイト BB をご利⽤の場合、割引期間は 2 年間です。 
※4「データ定額 50GB プラス」および「データ定額 50GB」の定額料から、同一の家族割引グループ内の「データ定額 50GB プラス」「データ定額

ミニモンスター」「データ定額 50GB」の合計回線数に応じて、割引します。「データ定額ミニモンスター」の定額料からは、割引されません。 
・記載されている価格は、ソフトバンクショップ（直営店）およびオンラインショップで新スーパーボーナスによって購⼊する場合の価格です。 
・契約時に別途契約事務⼿数料/契約変更⼿数料/機種変更⼿数料が発⽣します。 
・消費税率変更に伴う賦払⾦等の変更は⾏いません。 
 



 

iPhone XS / iPhone XS Max 機種代⾦ 
記載の⾦額は特に断りがない限り税込です。 

 
■iPhone XS Max（のりかえ・新規・機種変更共通） 
【頭⾦】0 円 【割賦条件】48 回:支払回数 48 回/支払期間 49 ヵ月(実質年率 0%) 24 回: 支払回数 24 回/支払期間 25 ヵ月(実質年率 0%) 
 

 半額サポート（48回払い） 24回払い 

 64GB 256GB 512GB 64GB 256GB 512GB 

機
種
代
⾦ 

月額［賦払⾦］ 

（総額［現⾦販売価格/割賦販売価格］） 

3,120 円/月 

（149,760 円） 
3,500 円/月 

（168,000 円） 
4,020 円/月 

（192,960 円） 
6,240 円/月 

（149,760 円） 
7,000 円/月 

（168,000 円） 
8,040 円/月 

（192,960 円） 

〈半額サポート適用時〉 

25ヶ月目に 
機種変更した場合※1 

3,120 円/月 

（74,880円） 
3,500 円/月 

（84,000円） 
4,020 円/月 

（96,480円） 
 

 

 

 ＋ 

料
⾦
プ
ラ
ン 

通話・データ料⾦の 
お支払いの目安 

（12 ヵ月間） 

3,758 円/月 

(内訳)     通話基本プラン（2年契約）※2   1,200円／月（税抜） 
ウェブ使用料    300円／月（税抜） 
データ定額 50GBプラス  5,980円／月（税抜） 
1年おトク割（12ヵ月間） -1,000円／月（税抜） 
おうち割 光セット※3 -1,000円／月（税抜） 
みんな家族割＋（4人で契約）※4 -2,000円／月（税抜） 
消費税（8%相当額） 278円／月 

 = 

合
計 

毎月の 
お支払い目安 

（機種代⾦と料⾦プランの合計） 

6,878 円/月 7,258 円/月 7,778 円/月 9,998 円/月 10,758 円/月 11,798 円/月 

 
※1 半額サポート for iPhone 適⽤時。なお、旧機種の回収、機種変更後も同プログラムまたは「機種変更先取りプログラム」に加⼊すること、機種

変更時の対象機種その他の条件があります。 
※2 2 年契約は 2 年単位での契約となります（⾃動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約などには契約解除料（9,500

円[税抜]）がかかります。 
※3 別途固定通信サービス料が発⽣します。Yahoo!BB バリュープラン、ホワイト BB をご利⽤の場合、割引期間は 2 年間です。 
※4「データ定額 50GB プラス」および「データ定額 50GB」の定額料から、同一の家族割引グループ内の「データ定額 50GB プラス」「データ定額

ミニモンスター」「データ定額 50GB」の合計回線数に応じて、割引します。「データ定額ミニモンスター」の定額料からは、割引されません。 
・記載されている価格は、ソフトバンクショップ（直営店）およびオンラインショップで新スーパーボーナスによって購⼊する場合の価格です。 
・契約時に別途契約事務⼿数料/契約変更⼿数料/機種変更⼿数料が発⽣します。 
・消費税率変更に伴う賦払⾦等の変更は⾏いません。 
・表⽰⾦額は、月月割の適⽤がありません。 


